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(セグメント情報等)

(セグメント情報)

１ 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源

の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は、取り扱う製品・サービスについての国内および海外の包括的な戦略を立案する複数の事業統括を設置

し、事業活動を展開しております。

　したがって、当社は、事業統括を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「デジタル

コンテンツ事業」、「アミューズメント施設事業」および「アミューズメント機器事業」の３つを報告セグメン

トとしております。

(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

「デジタルコンテンツ事業」は、家庭用ゲームおよびオンラインゲーム、モバイルコンテンツの開発・販売を

しております。「アミューズメント施設事業」は、ゲーム機を設置した店舗の運営をしております。「アミュー

ズメント機器事業」は、店舗運営業者等に販売する業務用機器や遊技機等を開発・製造・販売しております。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と

概ね同一であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

連結財務諸
表計上額
(注)３デジタル

コンテンツ
アミューズ
メント施設

アミューズ
メント機器

計

売上高

外部顧客への売上高 45,351 9,241 7,540 62,133 2,144 64,277 ― 64,277

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ― ―

計 45,351 9,241 7,540 62,133 2,144 64,277 ― 64,277

セグメント損益 10,208 940 2,736 13,884 661 14,545 △3,963 10,582

セグメント資産 50,053 6,315 8,760 65,128 6,534 71,662 29,110 100,773

その他の項目

減価償却費 1,772 1,006 169 2,949 250 3,199 335 3,535

有形固定資産及び
無形固定資産の

　増加額
5,103 504 526 6,134 2,368 8,502 1,674 10,177

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、キャラクターコンテンツ事業等を

含んでおります。

　 ２．調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント損益の調整額△3,963百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△3,963百万

円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額29,110百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産29,110百万円

が含まれております。

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額1,674百万円は、本社の設備投資額等であります。

　 ３．セグメント損益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

連結財務諸
表計上額
(注)３デジタル

コンテンツ
アミューズ
メント施設

アミューズ
メント機器

計

売上高

外部顧客への売上高 52,577 9,056 13,343 74,978 2,043 77,021 ― 77,021

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ― ―

計 52,577 9,056 13,343 74,978 2,043 77,021 ― 77,021

セグメント損益 12,167 699 2,812 15,679 511 16,190 △4,160 12,029

セグメント資産 57,275 6,574 12,314 76,164 4,926 81,090 31,966 113,057

その他の項目

減価償却費 3,410 972 514 4,898 364 5,262 449 5,712

有形固定資産及び
無形固定資産の

　増加額
2,616 931 199 3,748 584 4,332 3,941 8,274

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、キャラクターコンテンツ事業等を

含んでおります。

　 ２．調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント損益の調整額△4,160百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△4,160百万

円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額31,966百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産31,966百万円

が含まれております。

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額3,941百万円は、本社の設備投資額等であります。

　 ３．セグメント損益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

決算短信（宝印刷） 2016年05月06日 11時27分 19ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



㈱カプコン(9697) 平成28年３月期 決算短信

― 20 ―

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

１株当たり純資産額 1,268.56円 1,336.86円

１株当たり当期純利益金額 117.67円 137.75円

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　 ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当連結会計年度

(平成28年３月31日)

純資産の部の合計額 (百万円) 71,331 75,168

純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) 71,331 75,168

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数

(千株) 56,229 56,228

　 ３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 6,616 7,745

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益

(百万円) 6,616 7,745

普通株式の期中平均株式数 (千株) 56,231 56,228

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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５．その他

（１）役員の異動

① 当社は、平成28年６月17日開催予定の第37期定時株主総会でご承認をいただくことを条件として、監査等委員会

設置会社に移行いたします。

② 当該移行に伴う役員の異動は以下のとおりであります。

・新任取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

野 村 謙 吉(現 専務執行役員、財経・広報本部長)

佐 藤 正 夫(現 中国電力株式会社 社外監査役)

村 中 徹(現 弁護士法人第一法律事務所 社員弁護士)

(注)佐藤正夫および村中 徹の両氏につきましては、社外取締役候補者であります。

・新任監査等委員である取締役候補者

平 尾 一 氏(現 監査役〔常勤〕)

岩 﨑 吉 彦(現 社外監査役〔常勤〕)

小 田 民 雄(現 取締役副社長執行役員、最高財務責任者〔CFO〕 兼 コーポレート経営管掌)

松 尾 眞(現 社外取締役)

守 永 孝 之(現 社外取締役)

(注)岩﨑吉彦、松尾 眞および守永孝之の各氏につきましては、社外取締役候補者であります。

　

・退任予定の監査役

松 﨑 彬 彦(現 社外監査役)
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